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主な内容 

主な機能は以下の通りです： 

• 想定経費を個別に配賦することが可能になりました。 

• 新ヘッダー フィールド [主な目的地の国] および [主な目的地の都市] 

• 監査ルールの規定違反アイコンが適切なタブに表示されます。 

• Concur Travel との統合 - 最終承認後の編集はできません。 

• Travel Request という名称が 2月に変更される予定です。 

 

 

 

 

 

 

本リリースについてのその他の情報は、次をご参照ください： 

• Request およびその他 Concur 製品の技術文書 

• Request およびその他 Concur 製品のリリース ノート 

 



 

Concur リリース ノート Page 4 Request 

2012年 12月  対象のお客様 

リリース ノート 

想定経費を個別に配賦することが可能になりました。 

概要 

従来は、申請の一部が配賦されると、そのすべてのセグメントと想定経費が自動的に同じ金額・

パーセンテージ値を使用して配賦されていました。本リリースより、想定経費をセグメントとは

別に配賦することが可能です。また、想定経費をそれぞれ個別の金額・パーセンテージ値にする

ことができます。 

セグメントには変更ありません。 

セグメントは従来通りグループで配賦されます。出張申請の機能によっては、セグメントに変更

を加えるとすべてのセグメントを削除または置換する必要が生じます。そのため、セグメントは

個別に配賦することができないようになっています。 

ユーザーの操作 

この機能をアクティブにすると、配賦処理の手順が少し変わります。 

最初の配賦 

最初のセグメントまたは想定経費を配賦する際は、従来通りに [配賦] をクリックします。[申請

の配賦] ウィンドウが表示されます。 



 

Concur リリース ノート Page 5 Request 

2012年 12月  対象のお客様 

 

ウィンドウの左側から入力単位を選び、[選択された経費の配賦] をクリックします。ウィンド

ウの右側がアクティブになります。 

 

通常通りに配賦の入力作業を完了し、保存します。 

後続の配賦 

既定では最初の配賦が完了すると、左側の領域が編集不可になります。セグメントと想定経費を

グループで配賦したい場合は、そのまま [保存] をクリックします。 
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一方、想定経費をセグメントとは別に配賦したい場合は、 [キャンセル] をクリックしてウィン

ドウ左側を編集可能な状態にします。 

 

想定経費を 1つまたは複数選択し、[選択された経費の配賦] をクリックします。 

 

ウィンドウ右側が編集可能になります。先に配賦した情報が表示されますが、編集可能です。 
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この例では、営業部：研修企画部＝50％：50％という配賦を営業部：研修企画部＝60％：40％

に変更しました。 
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操作完了後： 

• 航空運賃のセグメントは 50：50に配賦されています。 

 

• 食事の想定経費は 60：40に配賦されています。 
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最後に配賦する、または後で変更する場合 

すべてのセグメントと想定経費を作成した後で、最後にまとめて配賦することも可能です。最後

にまとめて配賦したり、配賦を後で追加・変更したい場合は [申請の配賦] ウィンドウの [キャ

ンセル] をクリックすれば、ウィンドウ左側にアクセスすることができ、必要なセグメントや想

定経費をクリックすることができます。 

構成 

この機能を有効にするには： 

1. [管理] ＞ [申請管理] ＞ [サイト設定] （ウィンドウ左側のメニュー） 

 

2. [想定経費の個別配賦を許可] をオンにします。 

3. [保存] をクリックします。 

重要な構成の変更 

経費ポリシーには、Expense が自動的に提出し、経費タイプが一致しなくても申請に含まれる

すべての想定経費を配賦する設定があります。  
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[不一致な申請配賦のコピーダウン] オプションはすべてのセグメントと想定経費に対して申請

から配賦情報を読み取ります。その情報が一致しない場合、その想定経費をコピーダウンします。

想定経費を個別に配賦する機能を有効にしている場合、このオプションは機能しませんのでご注

意ください。  

したがって、申請のサイト設定で [想定経費の個別配賦を許可] を有効にしている時は、経費ポ

リシーで [不一致な申請配賦のコピーダウン] を使用しないでください。 

新ヘッダー フィールド [主な目的地の国] および [都市]  

概要 

本リリースより、申請のヘッダーに新しく [主な目的地の国] と [主な目的地の都市] のフィー

ルドを追加することができます。 
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最終目的地が旅程に出ない場合にこのフィールドを使用します。たとえば、最寄りの空港まで飛

行機で向かい、タクシーやヘリコプター、またはその他の私的な移動手段で最終目的地に到着す

る場合などです。 

NOTE: これらの新フィールドは、初期設定の申請ヘッダー フォームには追加されていません。

ご希望の場合は Concur クライアント サポートにお問い合わせください。 

 詳細は 申請： フォームとフィールド構成設定ガイド をご参照ください。 

印刷用レポート 

これらの新ヘッダーフィールドは印刷用レポートにも有効ですが、初期設定では追加されていま

せん。追加するには、 [管理] ＞ [申請管理] ＞ [印刷用レポート] の画面で変更することができ

ます。 

 詳細は 申請： 印刷用レポート構成設定ガイド をご参照ください。 

機能階層 

[主な目的地の国] フィールドを使って申請の承認権限者の階層と申請の原価対象の承認者の階

層を定義することができます。階層にこれらのフィールドを利用ご希望の場合は Concur クライ

アント サポートにお問い合わせください。 

 詳細は 申請： ワークフロー（承認権限者）設定ガイド、申請： ワークフロー（原価対

象の承認）構成設定ガイド をご参照ください。 

構成 

以下の変更を行うには、 Concur クライアント サポートにご連絡ください： 

• 申請ヘッダー フォームにフィールドを追加する 

• ワークフロー ルールを構成する 

• [主な目的地の国] フィールドを承認権限者や原価対象の承認者の階層に追加する  

以下の変更は、お客様自身で行っていただけます： 
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• 印刷用レポートにフィールドを追加する 

• カスタム監査ルール、検証監査ルール、およびメールによる備忘通知の構成 

監査ルールの規定違反アイコン 

概要 

監査ルールの規定違反を表すアイコンが分かりやすくなりました。ヘッダー レベルの規定違反

に対しては、 [申請ヘッダー] タブにアイコンが表示されます。セグメント レベルの規定違反に

は、 [セグメント] タブにアイコンが表示されます。このように、適切なタブにアイコンを表示

するようになりました。 

 

構成 

自動的に機能しますので特に構成やアクティブ化は必要ありません。 

Concur Travel との統合 - 最終承認後の編集はできません。  

概要 

本リリースで最終承認の後のキャンセルを管理できるのと同様に、最終承認の後の修正も管理で

きるようになりました。  

最終承認の後に出張を修正することはできません。ただし、ユーザーによって申請されていない

旅程に特定の変更を加えることは可能です。従来は、変更が Request に反映され、更新された
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情報は関連する自動的に出張申請にインポートされていました。その結果既存のセグメントが置

換されていました。 

本リリースでは、承認済みの申請に旅程の修正が送信された場合、次のように動作します。 

• セグメントが経費精算レポートに関連付けられる前であれば、承認後の最初の更新は出

張申請にインポートされます（Concur Expense に統合）。それ以外の更新は出張申請

にインポートされません。  

• すべての取引は監査証跡に記録されます。 

• 修正された旅程の金額が元の旅程と異なる場合は、監査ルールが発動し、次の警告が表

示されるように初期設定されています： 

「旅程コストが承認後に変更されました。申請に有効な金額は XXX です。」 

 

承認後にキャンセルされる出張申請に対しても同様に機能します。  

• 出張申請のセグメントは削除不可能になりました。セグメントは次の通り保持されます。 

 実際の承認レコードとして 

 旅行会社の料金が後でされる場合 

 複製に利用するため（申請のコピー機能） 

• 出張全体が正しくキャンセルされた場合は、記録として監査ルールの警告に承認後の金

額が表示されます。 

構成 

自動的に機能しますので特に構成やアクティブ化は必要ありません。 
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出張申請の名前が 2 月に変更予定です。 

2月のリリースで出張申請機能の名称が変わります。出張と同様に購入と仮払申請の仮承認にも

使用されていますが、出張申請という名称には機能のすべてが反映されていないためです。 

詳細情報は順次お知らせ致します。 
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追加情報 

Request およびその他の Concur 製品に関する文書のダウンロード 

Concur Client Central > Resources > Document Library 

技術文書とリリースノートはすべて Concur Client Central の Resources > Document 

Library にて入手可能です。  
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Concur Client Central > Resources > Release Documentation 

技術文書とリリースノートはすべて Concur Client Central の Resources > Release 

Documentation にて入手可能です。Release Notes または Technical Documentation を

クリックしてください。 
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オンライン ヘルプ 

申請の管理者ロールを付与されたユーザーは、オンラインヘルプからも Release Notes や 

Technical Documentation にアクセスすることができます。 

 


